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第１１回邑南町チャリティ神楽大会を開催しました。
「井原神楽団」のみなさんには、当日までの細やかな準備や調整な
ど大変お世話になりました。ありがとうございました。

当日の天候が心配されましたが、雨も上がり、たくさんの方に来場い
ただき神楽を楽しみながら大会を盛り上げていただきました。

６月27日（土）に矢上農村環境
改善センターにおいて「第11回邑
南町チャリティ神楽大会」を開催
しました。
当日は、重厚な神楽の衣装を着
けた舞人の凛とした所作と、心の
奥まで染み渡るようなお囃子と、
神楽を見に来てくださった皆さん
の気持ちが一体となり会場内は熱
気に溢れていました。
皆様からお寄せいただいた御花
は、10月から始まる「赤い羽根共
同募金運動」の募金として、地域
福祉推進事業の財源とさせていた
だきます。ご協力ありがとうござ
いました。
また、町内16社中の皆さまに
は、毎年この大会を支えていただ
き感謝しております。ありがとう
ございました。

「加茂山自治会青年部」のみなさんに
バザー出店ごの協力を頂きました。

中野大元神楽団のお囃子のみなさん。
榲尾神楽団の舞人には子どもたちも出演。大人顔負けの
セリフの言い回しに会場からは大きな声援が！

27

社協会費のお礼

平成27年度社協会費
２，８９８，４００円
（平成27年6月末現在）

平成 年度邑南町社会福
祉協議会の会費についてご
協力いただきありがとうご
ざいました。また、地域の
福祉委員の皆さま方にはお
世話になりました。
この会費は、地域福祉推
進やボランティア活動支援
などの事業を進めるための
大切な財源とさせていただ
きます。
今後ともご理解、ご協力
を頂きますようよろしくお
願いいたします。

ありがとう
ございました

笛を担当する月森さんは、今回が初舞台とのこと。
素敵な笛の音色でした♪
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募集中 新たな福祉活動の応援事業

地区社協に対する助成金交付事業がスタート！
町社会福祉協議会では、「誰もが安心
して自立した暮らしができる福祉のまち
づくりの実現」に向け、孤立や生活困窮
など多様な問題を抱えた世帯を支えるた
めに関係機関等と連携を図りながら地域
福祉の推進を行っています。
しかし近年、社会構造の急激な変化
や、少子高齢化などを背景として、地域
や家族でお互いに助け合う相互扶助の機
能が薄れてきています。一方、自殺や虐
待、多重債務など生活の大きな課題であ
りながら、これまであった公的な施策や
枠組みだけでは充分に支えきれない課題
も出てきています。こういった状況のな
かで、暮らしの基盤となる家庭をとりま
く地域が、暮らしのなかで生じる困りご
とに気づき、受けとめ、その解決へとつ
ないでいける新たな仕組みや取り組みが
必要だと考えます。
そこで町社会福祉協議会では、今年度
より地区社会福祉協議会を対象とした新
たな福祉活動（新規事業・先駆的事業）
に対する助成金交付事業をスタートし、
それぞれの地域の特性を活かした「町
民・地域発のまちづくり」の推進を図っ
ていきたいと考えています。

地区社会福祉協議会への
福祉活動助成金交付のご案内
主な助成要件

●事業名称
・先駆的（新規）地域福祉活動助成金
●助成対象者
地区社会福祉協議会
●該当事業
・各地区社会福祉協議会でこれまで実施
されていない事業及び活動
・邑南町内でこれまで実施されてなく、
地域の生活における課題・問題解決に
必要と思われる活動
・その他、新たな地域福祉推進事業・活
動と考えられる実践
●助成金額
10万円／１地区社協
【今年度予算30万円】
●申請手続き 申請書の提出が必要です
●申込期間
通年（随時受付します）
●審
査
・助成審査委員会にて審査決定します
●その他
・詳細はホームページでご覧頂けます

お問い合わせ先／社会福祉協議会
☎84-0332／050-5207-5434
http://ohnan-shakyo.or.jp/

民間助成金事業の

地区社協会長さんの

ご案内

交代がありました。

活動の充実にご活用下さい！
ボランティア活動や福祉事業を支援す
る民間の助成事業がホームページ「島根
いきいき広場」に掲載されています。
http://www.shimane-ikiiki.jp/ いきいき広場

今年度も各地区社会福祉協議会で総会が
開催され、11地区すべての地区社会福祉協
議会で新年度のスタートが切
られました。
日貫地区社会福祉協議会で
は、新たな会長として高橋哲
雄氏が就任されました。
日貫地区社会福祉協議会

会長 高橋哲雄 氏
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住み慣れた地域で、あなたの暮らしの “安心”をお手伝いする事業

「日常生活自立支援事業」のご案内
「日常生活自立支援事業」とは、判断能力が不十分などの理由で、日常
生活を営む上で支障を感じておられる方に対して、福祉サービスの援助
や預貯金の管理・支援をする事業です。

ふだんの暮らしの中で不安なことありませんか。
たとえば、
・通帳や印鑑をどこにしまったか忘れてしまう。
・電気やガスなど公共料金の支払いができない。
・ヘルパー等の福祉サービスの利用の仕方がわからない。

具体的には、次のような支援をさせていただきます。
・公共料金等の支払い手続きのお手伝いをします。
あなたの代わりに金融機関の窓口に支払いに行きます。
・あなたの財産（通帳等）をお預かりして、社協の金庫で安全に管理します。
・福祉サービスについて利用援助や情報提供を支援します。

対象となる方は、
物忘れや認知症でお困りの方、知的障がい者の方、精神障がい者の方などで判断
能力が不十分な方が対象となります。医師の診断がない方でも利用可能です。

― 日常生活自立支援事業に関するお問合せ先 ―
社会福祉協議会 電話84-0332/050-5207-5434

「邑南町手をつなぐ育成会」がＰＲ活動を実施！

準備した100食分のカレーライスと肉丼は皆さんの
おかげで完売しました。ありがとうございました。

邑南町手をつなぐ育成会では、今年度の
総会で『育成会を発展させるためには、自
分たちの活動を地域に知ってもらう必要が
ある』と話し合い、その一環として神楽大
会でバザーを出店されました。初めての取
り組みでしたが、会員協力して無事終える
ことが出来ました。これからも育成会では
地域の皆さんとの交流の機
手をつなぐ育成会
会を作っていかれます。
皆さんどうぞよろしくお
願いします。
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― 通院や外出等にお役立て下さい ー

福祉車両（リフト車）の貸し出しについて

＊燃料代は利用者負担となります。

お問合せ先／社会福祉協議会
☎84-0332／050-5207-5434
http://ohnan-shakyo.or.jp/

社会福祉協議会では、邑南町在住の高齢者及
び障がいのある方の、社会参加促進と在宅生活
の質向上を目指すことを目的として、リフト付
き福祉車両の貸し出しを無料で行っています。
車両にはリフトが備え付けてあり、車いすや
ストレッチャーに乗ったまま安全に送迎するこ
とができます。高齢者や障がい者の皆さんの、
通院や外出、病院の転院など一般車両での移送
が困難な際にお役立てください。
貸し出しを希望される方は事前申し込みが必
要です。貸し出しに関する詳細は社会福祉協議
会またはホームページでご覧いただけます。申
請書はホームページからダウンロード可能です。

会員募集中!

今月の絵手紙

シルバー人材センター

社協では、ボランティアさんの協力を
得て配食サービスのお弁当に月一度、絵
手紙を添えてお届けしています。
毎月はがきには季節を感じさせる絵と
真心が込められた優しいメッセージが添
えられています。
協力ボランティアグループ

「高原絵手紙文通サークル」

6月

シルバー人材センターは６０歳以上で
元気で働く意欲のある方なら、どなたでも
会員登録できます。関心のある方、シルバー
人材センターまでお問い合わせください！
お問合せ先 シルバー人材センター事務局 TEL８４-０１２３

おおなん社協
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本部は、総務課、地域福祉課、在宅福祉課（介護予防事業）、訪問事
業課（福祉用具貸与事業）の常勤職員14名、非常勤職員（臨時・パー
ト）30名で、地域福祉推進事業（福祉のまちづくり事業）を始め、総合
相談センター事業、ボランティアセンター事業、シルバー人材センター、
権利擁護センター事業、邑南町からの受託事業である高齢者（介護保険
非該当者）の通所型介護予防事業（予防デイサービス）・訪問型介護予
防事業（配食サービス）、介護保険事業である福祉用具貸与事業等々を
多くの住民の皆様の支援・協力をいただきながら実施しています。

地域福祉課

総務課
上田 事

2015.7 No.129

務局 長

三上

会長

総務課は、法人運営部門を担当し、役員
会・評議員会の運営を始め、渉外、経理・
庶務から施設の維持管理、職員健康管理・
指導等を行っています。コンプライアンス
を基本に“誠実”をモットーとして勤めて
います。

住民誰もが、住み慣れた地域や自宅で
安心して生活できるよう、地域の福祉力
向上に強い働きかけを行い、関係機関と
協働して、みんなが輝ける町づくりを目
指します。

福祉用具貸与事業所
福祉用具貸与事業所では、ベッド、車いす、手すりなど全
13品目を対象として、利用される方の自立支援、介護される
方の負担軽減を主な目的として貸与・販売しています。
福祉用具に関するご相談はお気軽にどうぞ。

通所型介護予防事業
訪問型介護予防事業
私たちは、介護予防デイ
サービスと配食サービスを
行っています。利用者のみな
さんが、いつまでも住み慣れ
た地域で楽しい生活、理想と
する生活が送れるよう心身の
健康維持実現に向けて応援さ
せていただきます。

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

邑南町高見485番地1

事務局長

Tel.84-0332／050－5207－5434

上田

実

Fax.84－0460

おおなん社協
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８月

お知らせカレンダー
８月

行

事

開催場所

1 土 瑞穂地域子育てサロン 元気館 10時～11時半
2 日
3 月 「サマーボランティアスクール」 3日～21日まで
4 火 こころの健康相談

県央保健所 13時半～15時半

5 水
6 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

7 金

教育相談会のご案内
開催日：8月8日㈯・9日㈰
場

所：瑞穂小学校通級指導教室
瑞穂中学校通級指導教室
相談員：原
広治 氏
宇野 正一 氏
申込先：社協 ☎84-0332
瑞穂小学校通級指導教室（直通）☎83-0109
瑞穂中学校通級指導教室（直通）☎83-2151

8 土 教育相談会 13時～17時 瑞穂小学校通級指導教室
9 日 教育相談会 9時～12時

瑞穂中学校通級指導教室

10 月

司法書士相談会のご案内
開催日：8月22日㈯

11 火
12 水
13 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

14 金
15 土

場 所：社協本部（高原）
相談員：司法書士 植田弘樹
申込先：社協 ☎84-0332

16 日
17 月
18 火 こころの健康相談

県央保健所 13時半～15時半

19 水
20 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

21 金 肝炎･エイズ相談･検査 県央保健所 9時半～11時
22 土 司法書士相談会

社協本部（高原）10時～

23 日

安心してご相談下さい！

24時間365日、
相談受付いたします。

℡080-8235-3810
携帯電話による相談です。

24 月
25 火 矢上地域子育てサロン 矢上公民館 10時～12時
26 水
27 木 社協なんでも相談

社協各サービスセンター

28 金
29 土
30 日
31 月

各種相談会に関するお問合せ先

※日程等が変更になることもあります。事前の予約が必要です。

こころの健康相談
県央保健所窓口 ☎0854-84-9823
エイズ・肝炎相談・検査
県央保健所窓口 ☎0854-84-9826

ポータブルトイレ・
浴槽の手すり・
シャワーチェアーなど

福祉用具に関すること、
お気軽にご相談下さい！
お問合せ先
邑南社協福祉用具貸与･販売事業所
℡84-0818まで

おおなん社協
屋


鹿 子 原


出雲市（樋口谷）

後原（石見） 

敦子
彰業
義博
様
様
様

【採用職種】
看護師（正看・准看）若干名
一般職員（介護・事務業務等）若干名
【受付期間】
平成27年７月20日～８月31日
【受付時間】
平日（月～金）午前８時30分～午後５時
【応募資格】
看護師（正看・准看）免許取得者及び
取得予定者。一般職員は特に資格を問い
ませんが、事務職については経験者か専
門の学校を卒業された方。
＊Ｕターン、Ｉターンの方、歓迎します。

【試験日時】
●一次試験
平成27年９月13日㈰午前９時30分～
●二次試験
一次試験終了後に決定（９月を予定）
【試験場所】
社会福祉法人邑南町社会福祉協議会
（邑南町高見485番地１）
【試験手続】
試験案内及び申込用紙は、
邑南町社会福祉協議会
●本部（高見485番地１）
●東部サービスセンター
（下口羽384番地）
●西部サービスセンター
（中野3848番地2）
で交付します。

電話84-0332 担当/事務局長上田 実

三宅

森脇

 平田

職員募集します!

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会で
は、平成28年度の職員採用について下記
のとおり募集及び採用試験を実施します。

お問合せ先／社会福祉協議会

一 般 寄 付 金

春よこいこいチャリティ
実行委員会 様


４月25日（土）、元気館にて「春よこ
いこい実行委員会」主催で、春のチャ
リティ歌謡ショーが開催され、町内外
から約1000名の方が来場されました。
このたび、実行委員会より収益金の一
部を社会福祉事業推進に寄付していた
だきました。ありがとうございました。

年６月

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

春よこいこいチャリティ実行委員会様より

社会福祉法人
邑南町社会福祉協議会

平成

多くの方から、心温まる寄
付金をいただきました。この
寄付金につきましては、高齢
者福祉、障がい者福祉、児童
福祉推進事業をはじめとし、
地域福祉推進（地区社協への
助成等）の組織化及び活動の
貴重な財源として活用させて
いただきます。心よりお礼申
し上げます。

〔一般福祉事業へ〕
上 雪 田
日高
勉

坪木釜谷 
高瀬 満晃
後谷（羽須美） 村野
貢

旅 迫 上
種
克也

明石市（上伏谷） 城月
博俊

小 河 内 
西村 千世
出 店 口
柘植 久則

八 色 石
播磨 幸子

大 町 原
林
賢司

山 根 谷 
南原 浩二
岡田 昭夫
仮

27

寄付をしていただきました。

平成
28年度
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